秋 田 県 か ら
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の お 知 ら せ
産科・小児科医療を考えてみよう！！
フォーラムｉｎ大舘
私たちがいつまでも安心して安全な医療を受けていくために、
今、あなたにできることは何か？いっしょに考えてみましょう！

「べびはぐ」は
ベビー（赤ちゃん）を
ハグ（抱きしめる）
するの造語です。

Ｐ２
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つくしんぼ広場参加者募集
○対象者
平成１８年４月２日以降に生まれた
未就園時（首がすわってから）の親子
○年会費（おやつ代など）１，０００円
○ネーム代
１００円
（※平成２２年度の受付は、３月からで
す。詳しくはお問い合せください）

３０
１１

︵上写真︶

４

＜平成２２年度＞

〜つくしんぼ広場〜
月１回︵月〜金曜日︶
午前９時 分〜
午前 時 分
﹁つくしんぼ広場﹂では︑
０歳〜３歳までのお子さんを
年齢別にクラス分けして︑各
クラス月１回の親子遊びや交
流会を開催しています︒
毎月のテーマに合わせた遊
びを中心に︑手遊びや体操な
ど盛りだくさん︒お邪魔した
１月のテーマは︑新年という
ことで﹁お茶会﹂︒きれいに
盛りつけられた和菓子と抹茶
でのおもてなしでした︒

◆ 編集後記
男鹿の「なまはげ」といえば、赤鬼と青鬼が「泣ぐこはいねがー」と家々にやってくる伝統行事ですが、俗説では、赤鬼が怒っ
たところを、青鬼がなだめてその場をおさめるという役割があるそうです。子育てでも、赤鬼になってしまうこともありますが、
そこはうまく青鬼とのナイスコンビネーションで、その場をおさめていきたいものです。
「べびはぐ」では、いろんな疑問や身近な子育て情報をたくさんお待ちしています。

大館市では︑子育て
家庭の皆さんが集える
﹁子育て広場﹂を市内
３箇所で開催していま
す︒
今回は︑城南保育園
子育て相談室﹁つくし
んぼ広場﹂をご紹介し
ます︒
平成 年度の﹁つく
しんぼ広場﹂には０歳
〜３歳までの親子１６
８組が参加しているそ
うです︒
今日は︑子育て相談
室の﹁はたけやま の
りこ先生﹂にお話を伺
いました︒

お問い合せ先
城南保育園
子育て相談室
電話＆ＦＡＸ
（４２）８１８５
Ｅメール
Jounan.hoik＠
city.odate.akita.jp

携帯メールにご利用ください
（ＱＲコード）

２１

３０

２月の予定は︑１年の思い
出づくりとして﹁カードづく
り﹂だそうです︒
また︑各クラスの活動日以
外に︑フリーデーという日が
あって︑クラスに関係なく遊
びに行くことが出来るそうで
す︒サークル活動などで利用
したりもしているそうです︒
〜サークル活動〜
﹁つくしんぼ広場﹂で仲良
しになったお母さんやおばあ
ちゃん達のサークルで︑それ
ぞれ自主的に活動を計画し︑
公園や公民館などに集まって
活動しているそうです︒一緒
に温泉なんかにも行っている
そうです︒
現在は八つのサークルが活
動しているそうで︑また︑４
月から新しいお友達が入って
くるので︑﹁また新しいサー
クルができればいいなー﹂と
のことでした︒
〜育児講座〜
月１回〜２回︑子育てに関
する内容やリフレッシュでき
る内容など専門分野の方から
のお話が聞けたり︑親子で楽
しい遊びを体験することがで
きるそうですよ︒

名： 子育て情 報 で送 信くださ い！

城南保育園子育て相談室（大館市）
「つくしんぼ広場」に遊びにおいで！

Ｐ３

ア ドレス： takaani@pref.akita.lg.j p
件

﹁子育て応援団体を紹介﹂します

◆大館市城南保育園子育て相談室

つくしんぼ広場

Ｐ４

Ｆ Ａ Ｘ： ０１８６ −６２ −１１８ ０

子育て掲示板
◆ぬまだてのゆっこのご紹介
◆わんぱーくからのお知らせ
◆子どもと一緒に行けるカフェ
﹁ゼロセカンド﹂オープン！
◆この指とーまれ主催イベント
﹁白い風と遊ぼう﹂のお知らせ
秋田県からのお知らせ
◆かしこい産み方・医者のかかり方
フォーラム開催のお知らせ
子育てだより＆編集後記

「べびはぐ」では、大館市・北秋田市・上小阿仁村で「子育てのいろんな情報」を募集しています。
○○市で親子が参加できる行事がある、あそこの公園はおすすめなど地元だから分かるというような
地域に密着した「子育て情報」をどんどんお寄せください。

＜発 行＞子ども・子育て支援推進北秋田地区協議会
（事務局）北秋田地域振興局 鷹巣阿仁福祉環境部
電
話 ０１８６−６２−１１６５ Ｆ Ａ Ｘ ０１８６−６２−１１８０
Ｅ−mail takaani@pref.akita.lg.jp
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.pref.akita.lg.jp/takaani-fuku/

表紙
子育てイベント告知

子育てについての、不安や悩みについて電話や
面接で相談に応じています。
利用時間 月〜金 ９：００〜１７：００
お問い合せ先
地域子育て支援センター あいあい
TEL ７８−９０３０
地域子育て支援センター みなみ
TEL ０１２０−９７８−４１５
地域子育て支援センター しゃろーむ
ＴＥＬ ６２−１９９９

◆大館・北秋田地区の子育て情報

北秋田市子育て（育児）相談

◆子育て応援イベント

【日 時】 平成２２年３月７日（日） １３：３０〜１６：００
【場 所】 ロイヤルホテル大舘
【入場は無料です】
秋田県大館市中道一丁目2-26（大館駅前）
（TEL：0186-49-4511）
【主 催】 秋田県 （社）秋田県医師会
【問合せ】 秋田県健康福祉部医師確保対策推進室
℡０１８（８６０）１４１０ FAX０１８（８６０）３８８３
【託 児】 無料託児いたします。

子育てについての、不安や悩みについて電話や
面接で相談に応じています。
利用時間 月〜金 ８：３０〜１７：１５
土 ８：３０〜１２：３０
お問い合せ先
城南保育園子育て相談室
TEL ４２−８１８５
扇田保育園地域子育て支援センター
TEL ５５−３０９５
たしろ保育園子育て支援室「きりん」
ＴＥＬ ５４−０４１５
﹁親子コンサート﹂開催のお知らせ

基調講演
「子どもの急病時！こんな時どうするの？」
講師：市立秋田総合病院
小児科長 小泉 ひろみ 先生
講演（体験談）
安心して出産ができ、子どもが受診できる環境を！
講師：「おらほの産科小児科を守る会」
代表 大谷 美帆子 氏
講演（体験談）
安心・安全なお産の環境や地域医療の充実のために！
講師：「お産と地域医療を考える会」
代表 新田 文子 氏

大館市子育て（育児）相談

子
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て

ベ
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ン

大館地区の子育て情報

告

知

【２月の平日イベント】
【月曜日イベント】 ヒップホップ
日 時 ２月２２日（月） １０：００〜１１：００
講 師 菅原 恵子さん
会 場 有浦児童会館
申込み 事前申込みが必要（先着２０組）
【火曜日イベント】 リズム体操
日 時 ２月９日（火） １０：００〜１１：００
講 師 渡辺 美和子さん
会 場 有浦児童会館
※３月の「火曜日イベント」は【リフレッシュヨガ】の予定です。

【木曜日イベント】 キャラ弁講座
親子でかわいいキャラクター弁当をつくりましょう！
日 時 ２月２５日（木） １０：００〜１１：００
講 師 ａｓａｍｉのキャラ弁 前田 亜沙美さん
定 員 ２０人
申込み 事前申込みが必要
※３月の「木曜日イベント」は、【小麦ねんどであそぼ】の予定
です。

【２月の休日イベント】
★ひよこ版 カエッコ・ヤを開催します！
そこで、おうちで使用しなくなったおもちゃや本を集めて
います。
当日に持ってきてもＯＫですが、「ひよこ」に遊びにくる
時に持ってきてもよいです。
「カエッコ･ヤ」で使えるポイント券と交換します。
たくさん「かえっこ」して遊びましょう！
日 時 ２月２０日（土） １０：００〜１２：００
会 場 秋田県北部男女共同参画センター
申込み 事前申込みが必要（参加費無料）
※３月の「休日イベント」は、【愛情たっぷりベビーマッサ
ージ】の予定です。

申込み・お問い合せ先 ひよこ携帯 ０８０−３３３９−５６７７
検索

北秋田地区の子育て情報

掲 示 板

地域子育て支援センターは、市内３箇所で各種事業を行っ
ています。入会料などはありませんので、各センターにお問い
合せの上、ご参加ください。
＜地域子育て支援センター あいあい＞
◎保育園開放・・・未就園児と保護者を対象
あいかわ保育園 （第１・第３木曜日） 、米内沢保育園
（第３火曜日）、阿仁合保育園（第２木曜日）、前田保育（第
２火曜日） ２月の活動は、ひな人形づくりなどの予定です。
※その月によって変更の可能性があります。
【お問い合せ先】 あいかわ保育園 ℡７８−９０３０
＜地域子育て支援センター みなみ＞
◎わくわくキッズ 週２回（火・金曜日）支援室で遊びます！
◎子育て講座 月１回（第３木曜日）
「子育てのコツやヒントが見つかるよ！」
◎子育てサークル 月１回（第２木曜日）ママたちの情報交換
の場です！
◎ほほえみランド・・・地域出前保育（未就園児と保護者の情
報交換にどうぞ） 舟場自治会館（第３水曜日）、七日市
基幹センター（第２水曜日）
【お問い合せ先】 南鷹巣保園 ℡０１２０−９７８−４１５
※毎月の予定表を配付しています！
＜地域子育て支援センター しゃろーむ＞
◎月齢・年齢別くらぶ・・・各クラブ月１回、月齢・年齢に合わ
せた活動をしています。
◎ぴよサークル 月１回（第２火曜日） クッキングや手芸など
を楽しみます。
◎離乳食指導ぱくぱくクラブ・・・月１回（第４木曜日） 栄養
士さんによる勉強や離乳食作りをします。参加は生後６ヶ
月〜誕生月まで。事前申込み制です。
◎子育て講座ジャムジャムの会・・・毎月３回（託児なし、託児
あり、夜の託児あり）開催しています。
◎のびのび広場〜地域別出前保育〜 掛泥交流センター
（第１水曜日）、胡桃舘会館（第２水曜日）
【お問い合せ先】 認定こども園しゃろーむ ℡６２−１９９９
※毎月支援室だよりを配付しています！

大館・北秋田地区子育て応援イベントの開催のお知らせ

日

時

平成２２年３月６日（土）
ＡＭ１０：００開場 １０：３０開演
会
場 大館市民文化会館 中ホール
＜参加無料＞
参加対象 大館市・北秋田市・上小阿仁村にお住
まいの小学校低学年以下のお子さんと
その保護者 先着３００名
申込期限 平成２２年２月２２日（月）

プログラム
◎オープニング・・・（５分）
◎第一部・・・・・・・・（２０分）
みんなで手遊びなど
〜子育てサポーターの会「ミントといっしょ！」ほか〜
◎第二部・・・・・・・（５０分）
出前音楽会 〜音楽屋台〜
「クラリネット・ヴァイオリン・ピアノ三重奏」
音楽屋台プロフィール
ほとんどの曲を「とても３人とは思えない」といわれるオリ
ジナルの編曲でこなし、大人から子供まで楽しめる演奏で、
東京、関東圏を中心に幼稚園、保育園、小学校の音楽鑑
賞会をはじめ各種イベントで幅広く活躍しています。

申込み・お問い合せ先
事務局 鷹巣阿仁福祉環境部

また、地域のおじいちゃん、おばあ
ちゃんの利用も多いので、「パパやマ
マの代わりに子ども見守っていてくれ
る」そんなあったかい雰囲気もあるそ
うです。
さらには、
休憩施設も充
実しており、
日帰りコース
５００円（入
ぬまだてのゆっこ（大館市）
湯料込み）を選ぶと朝８時から夕方５
時まで６０畳の広間を利用できるので
大館市沼館にある
日帰り温泉施設「ぬまだてのゆっこ」 ゆっくり温泉を楽しむことができそう
は、「子ども連れでもいきやすい」と です。平日だと、子ども連れのサーク
いう情報をいただきましたので、早 ルの方も利用されているそうですよ。
なんと持ち込みも自由。グループで利
速、お邪魔してみました。
用される場合は、広間を仕切ってもく
なんと入り口
れるそうなので、事前に相談してみて
に銅像が！この
はいかがでしょうか。
温泉の創建者だ
そうです。
ぬまだてのゆっこのご利用は・・・
まずは館内に
営業時間 am6:00〜pm10:00
入ってみると、床暖房で足下からぽか
入湯料 ○大人250円
ぽか。小さな子どもでも湯冷めの心配
○小中生130円 ○幼児 50円
もなさそうです。
日帰り（am8:00〜pm5:00）500円
さて、担当の虻川さんからお話を伺
お問い合せ ℡0186-42-9149
いました。小さなお子さま連れの家族
もたくさん利用しているそうで、脱衣 ＜ぬまだてのゆっこの場所＞
所にはベビーベットも完備し、浅い浴
国道７号線から西道路測道を青森
槽もあるので、子どもでも入りやすい 方面に向かい大館環境センター前の
交差点を左折してすぐです。
のではないかとのことでした。

子 育 て

北秋田市からのお知らせ

つどいの広場ひよこからのお知らせ

つどいの広場ひよこ

ト

育児サークル「のびのびタイム」
乳幼児とお母さん達の交流の場とし
て、気軽にご利用ください。事前申込み
は不要ですので、直接会場にお出でくだ
さい
日 時 毎週火曜日10：00〜11：30
対 象 主に０歳〜４歳までのお子さt
ととおうちの方
会 場 北秋田市坊沢公民館ホール
（鷹巣西小学校隣接）
※２月２日（火）は「節分お楽しみ会」
赤鬼さんも登場し、みんなで豆まきご
っこを楽しみます。

育児サークル「にこにこクラブ」
今回は、もろびこども園、児童館の
先生達と一緒に「音楽遊び」と「読み聞
かせ」を楽しみます。
事前申込みが必要です。
日 時 2月19日（金）
10：00〜11：30
対 象 主に０歳〜４歳までのお子さ
んとおうちの方
会 場 北秋田市鷹巣児童館
（鷹巣小学校向かい）
上記のお問い合せ、申込み先
子育てサポートハウスわんぱぁく
℡62-5557

Ｃａｆｅ０＋２（ゼロセカンド）オープンのお知らせ
大館市御成町に１月２５日（月）にビュッフェスタイル
のランチを楽しめるカフェがオープンします。
カフェの２階のラウンジに月２回、ランチタイム
（１１：３０〜１４：００）に託児スペースが開設されるので
「子どもを預けて友達とゆっくり食事」なんてこともできそうです。
また、カフェの他に大型スクリーンでスポーツ観戦なども企画さ
れているそうなので、「パパと子どもが一緒にスポーツ観戦で熱
狂する」なんてこともできるのでは。
さらに、２階ラウンジスペースを貸し切ることもできるそうなの
で、サークル活動やママ友仲間で利用しても良いのではないでし
ょうか。
各種教室も企画されているそうなので、これから楽しみです
ね。
詳しくは、オーナーの大和さんにお問い合せください。
電
話：050-3427-1437
ＥーＭＡＩＬ：0202spice@gmail.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://0202spice.com/info
所 在 地 大館市御成町２−１９−２７
（ジャスコ大館店跡地前の交差点を大館駅方面へ）
大館駅から徒歩８分 駐車近隣に８台以上あり

℡６２−１１６５
２

子育てサポートハウスわんぱぁく
からのお知らせ

３

あそび体験活動ボランティア「この指とーまれ！」からのお知らせ。
木工あそび（竹馬づくり）は親子で参加してください。
雪だるま仮装コンテストに参加の全組に審査後、表彰があります。

